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図	

私	 博	 書	 書	
古	 ギ	

大阪市内	

大阪府下	

兵庫県	

京都府	
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えほんdeあそぼ！in城東	
2017年4月29日　10：30～11：30	
場所　大阪市立城東図書館多目的室	

はじまるよったらはじまるよ♪オープニングの歌あそびで絵本の
世界へGo。	
赤ちゃんから楽しめる「ぽつぽつぽつ」（福音館書店）をゆったりと
読み聞かせた後、台紙にぺたぺた切り紙を貼って、それぞれの絵
本のページが完成！	
続いて「はらぺこあおむし」（偕成社）の読み聞かせ。リンゴやすも
も、オレンジなどの切り紙を貼ってあおむしが果物をたべていく絵
本のワンシーンを作りました。 後は参加者全員でラストページ
の大きなちょうちょに折り紙を貼り付け、カラフルなちょうちょがで
きました！	
赤ちゃんからみんなが参加でき、絵本で遊ぶ楽しいひとときとなり
ました。完成した「ちょうちょ」は図書館入口に掲示中（5月中旬ま
で）	

レポーター：大阪市立城東図書館	

主催者：大阪市立城東図書館	

イベントレポート	

参加者：24人	

図	
公	
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現代の名作短歌を読む会（３）	

場所　まちライブラリー＠大阪府立大学　	

・一角	
・公募ガイド　2017.5	vol.369	

レポーター：牛隆佑	
	

主催者：牛隆佑	

イベントレポート	

参加者：25人	

ブックリスト	

春の子ども会　「おはなし　くるりん　パッ！」	
2017年4月29日　11:00〜15_00	
場所　大阪市立淀川図書館　2階　集会室	

読み終わった絵本、だれかに紹介したい絵本にメッセージをつけ
て、他のだれかが持ってきた本と交換するという企画。毎月開催
の地域交流イベントでの開催のためか、近隣の親子の参加が多
かった。時間とともに本棚の中がどんどん変わっていくのがとても
面白かった。読みたいと思った本がその間もなく巣立つことがあり、
少し残念に思うことも。しかし、そのような本は特に印象深く、読ま
なくても心に残る本があるということを知った。	
また、持ってくる絵本を選ぶのに「 近読んでいないから『これに
する？』と子どもに確認すると、『ダメ！』と言って、急にまた読み
だした」という話を複数の参加者から聞いた。子どもの本との付き
合い方を知ることができたのも良かった。	

レポーター：大阪市立淀川図書館	

主催者：大阪市立淀川図書館	図	
公	

イベントレポート	

参加者：24人	

2017年 4月29	日　14：00〜16：00	

現代短歌の名歌を、発表された連作全体を通して鑑賞してい
こうという会の第三回です。今回は笹井宏之さんの「「はなび
ら」と点字をなぞる　ああ、これは桜の可能性が大きい」という
短歌を取り上げました。ゲスト解説として笹井さんと同世代・同
時代の歌人である土岐友浩さんをお招きしました。前々回、前
回に引き続きご参加いただいた方も多く、賑やかな会になりま
した。みなさんにも活発に発言いただき、カタリスト、ゲスト、参
加者のみんなで笹井さんの短歌の奥深くまで潜ることができた
のではないかと思います。	

ま	
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歴史カフェ（第15回）	
2017年5	月2	日　18：30〜20：30	
場所  まちライブラリー＠大阪府立大学　	

今回は「それ本マですか？」をテーマに歴史旅の本をカタリスト３人か
ら紹介し皆で懇談しました。	
★小西尉司さんからの紹介 「江戸の日本百名山図譜」⇒谷文晁の傑
作画を収録した江戸期の百名山を当時の山行き記録など。	
★辻綾子さんからの紹介 「犬の伊勢参り」⇒事実は小説より奇なり、

数々の史料に残るヒトとイヌの不思議で微笑ましい実話など。	
★岡本康敬からの紹介 ①「御下り御道中記」⇒貝塚領主の江戸参府
記録と、古文書を基に実際に歩いて検証した結果など。  紹介②「鸚
鵡籠中記」⇒尾張藩士の上方への御用出張の記録と裏話など。  紹
介③「難波噺」⇒大坂城代に随行した関宿藩士の大坂滞在日記など。	
古文書に沿って実際に旧紀州街道を歩いた結果を報告し、皆でホント

に昔の人は健脚だったと感服しました。でも正直疲れました。(>_<)	
	

・「江戸の日本百名山図譜」 住谷雄幸著	
・「犬の伊勢参り」 仁科邦男著	
・「ぼっかんさんの江戸参府記」貝塚市資料室蔵	
・「大坂見聞録」 渡邊忠司著	
・「元禄御畳奉行の日記」神坂次郎著	
・「本能寺の変」 盛本昌弘著	
・「落日の宴」 吉村昭著	
・「江戸の旅とお伊勢参り」 宝島社発行	
・「江戸の家計簿」 洋泉社発行	
・「徳川家光」 野村玄著	
・「春日局」 福田千鶴著	
・「超高速参勤交代」　土橋章宏著	
・月刊「歴史研究」 第644号	

レポーター：岡本康敬	

主催者：岡本康敬	

イベントレポート	

参加者：12人	

ブックリスト	

移民・難民をめぐる文学	
2017年	5月1	日(月)　14：00〜15：30	
場所:	まちライブラリー@もりのみやキューズモール　	

東京の書店で開催された「移民をめぐる文学フェア」（選者：栗原
俊秀さん）を未知谷さんから送ってもらい、そのリストや参加者の
お薦め本など、移民や難民の話、日本の難民受け入れの少なさ、
有名な亡命作家・ヴィクトル・ユゴーからナチス時代のトーマス・マ
ン、ベルトルト・ブレヒト、シュテファン・ツヴァイク、社会主義国から
亡命したミラン・クンデラ(チェコスロバキアから)、アゴタ・クリストフ
(ハンガリーから)など、作家の話も出ました。	

・わたしはマララ　（マララ・ユスフザイ）	
・i(アイ)　（西加奈子）	
・殺人者の顔（ヘニング・マンケル）	
	
「移民をめぐる文学フェア」リストから紹介した本	
・満ちみてる生（ジョン・ファンテ）	
・ヴィットーリオ広場のエレベーターをめぐる文明の衝突、マルコーニ

大通りにおけるイスラム式離婚狂想曲（アマーラ・ラクース）	
・偉大なる時のモザイク（カルミネ・アバーテ）	

・屋根裏の仏さま（ジュリー・オオツカ）、	
・べつの言葉で（ジュンパ・ラヒリ）	

・文盲：アゴタ・クリストフ自伝（アゴタ・クリストフ）	

・海にはワニがいる（ファビオ・ジェーダ）	
	

レポーター：佐野　陽子（公社)アムネスティ・インターナショナル日本会員	
	

主催者：(公社)アムネスティ・インターナショナル日本152G 	

イベントレポート	

参加者：3人	

ブックリスト	

ま	
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読書交流会「大人の絵本読書会」	
2017年5月3日　10:15～12:15	
場所　大阪市立鶴見図書館　多目的室	

　これまで子どもが読むものと思われがちだった絵本が、大人に
もたらす多くの効果について、昨今注目が集まっています。	
疲れた心を癒したり、知的好奇心や創造力を刺激したり等、絵本
は読む人によってさまざまな役割を持ち、また思い出の詰まった
大切な宝物ともなっています。	
今回の読書交流会では、大人にとっての絵本をテーマに、おすす
めの絵本や絵本にまつわる思い出を自由に語っていただきました。	
小学生のお子さんも2人参加され、お気に入りの絵本を参加者へ
読み聞かせしてくれました。	
読み聞かせボランティアの方、絵本の原画展のお手伝いをされて
いる方や、ブログで一日一冊絵本の紹介をされている方など、絵
本に関わる活動の広がりを感じる交流会となりました。	

えんとつ町のプペル（にしの　あきひろ）	
ちびゴリラのちびちび（ルース・ボーンスタイン）	

どどどどど（五味　太郎）	
きはなんにもいわないの（片山　健）	

きっとできるはずだから！（国栖　晶子）	

ぼくはワニのクロッカス（ロジャー・デュボアザン）	

レポーター：大阪市立鶴見図書館	
	

主催者：大阪市立鶴見図書館	図	
公	

イベントレポート	

参加者：9人	

ブックリスト	

玉田玉秀斎講談会	
2017年 5月2日18：00〜19：00(第１部)　19：15〜20：15(第２部)	

場所　キタリシテ　	

　「本を読むのが好きではない。けど、読む時は”集中爆撃”で」という、講
談師・四代目玉田玉秀斎さんのイベント。	

　第１部のテーマは「本を読むと痩せられる」。	
「本を並んでいるのを見るのは好き」だった幼少期。図書館で手にした「ま

んが日本の歴史」や横溝正史・江戸川乱歩などの推理小説にハマり、中

学時代には銀河英雄伝説シリーズ」を”集中爆撃”の如く読みふけりました。	
　高校時代にスウェーデン留学。海外に出て、自らが「もっと日本の事を知

らないと」と、講談の道へ。その後、ブラジルでの公演以降に太り出し、「こ
のままでは」と思い続けた時に出合ったのが「不食」にまつわる本だったそ

うです。	
　ただし”集中爆撃”で読み漁った結果、「人は生きる為に食すのではなく、

食べることを楽しんでいる」という考えに至り、30kgのダイエットに成功した

そうです。	
	

「まんが日本の歴史」	
横溝正史・江戸川乱歩などの推理小説	

「銀河英雄伝説シリーズ」　田中芳樹	
「人は食べなくても生きられる」　山田鷹夫	

「猿飛佐助」　山田阿鉄	

※参考サイト　「銀河英雄伝説」　演：玉田玉秀斎	
https://ginei.club/infoDetail.php?iKey=26	
	
　第２部は、三代目にまつわる「立川文庫」の講談。師匠の旭堂南陵さん

の古書集めの話から、好男子（？）だった先代の数奇なエピソードを語ら
れました。そして、後妻の息子・山田阿鉄が執筆した「猿飛佐助」のお話

へ。	

　しかし、そこで「ちょうど時間となりました・・・」の、講談の”お約束”。	
　初体験の方々も満足の笑みを浮かべる、楽しい夜となりました。	

	

レポーター：古本卓嗣	

主催者：「和み」の文化スペース KITA	LI	CITE（キタリシテ） 	

イベントレポート	

参加者：：     約20人（第1部・第2部合計）	

ブックリスト	

ま	
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猫本とＭＹ猫自慢！猫ちゃん万国旗を作ろう！	
2017年	5月　5	日　14：00〜16：00	
場所　Library	&	Share	Space	小さなお庭と猫の図書館　	

去年に引き続き、「猫ちゃん万国旗作り」のイベントを行い
ました。今回参加者数は少なかったのですが、色とりどりの
万国旗が完成しました。ご参加していない周りお客様にも
大変好評でした。	
ＭＹ猫ちゃん自慢とともに、お気に入りの猫本のご紹介をし
ていただきました。	

今日の猫村さん　ほしよりこ	
ラクーに生きるヒントが見つかる般にゃ心経　加藤朝胤	
みけねこキャラコ　どいかな	

レポーター：廣瀬	

主催者：LIBRARY	&	SHARE	SPACE	小さなお庭と猫の図書館 	

イベントレポート	

参加者：3人	

ブックリスト	

上町台地タイムトリップ　　まちの思い出サロン	
ま	 2017年5	月3日　14：00〜16：00	

場所　近鉄文化サロン上本町	

大阪、上本町地域の昭和20～40年代の古い風景・人物写
真展に囲まれながら、大阪の暮らしや生活に関する本を持
ち寄り、当時の思い出や感想を話し合い交流しました。	
　後半は、お気に入りの古写真を何枚か選んでもらい、建
物や河川、人々の経年変化に気付きあいながら、昭和の
大阪にタイムトリップして、時が止まったかのように楽しめま
した。	
　	

	
・カリスマ案内人と行く大阪まち歩き　（栗本 智代）	
・FLAT	HOUSE	LIFE	1+2（アラタ・クールハンド）	
・中甚兵衛物語（智多とも）	
・サピエンス全史（ユヴァル・ノア・ハラリ）	
・関西の神社をめぐる本（京阪神エルマガジン社）	
・謎のバミューダ海域（チャールズ・バーリッツ）	
・大阪府謎解き散歩（橋爪 紳也）	
・住友春翠（泉屋博古館）　など	
	

レポーター：奥野　修	

主催者：住みよいまち＆絆研究所、おおさかKOMO 	

イベントレポート	

参加者：15人	

ブックリスト	
	

図	
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読書会「秘密の花園」	
2017年	5月5	日　17：00〜19：00	
場所　まちライブラリー＠もりのみや　	

読書会「秘密の花園」人生に影響を与えた本vol.17	
≪人生に影響を与えた本シリーズ≫では人生に影響を与えた本を選んだ

人とコラボの読書会です。	
 「本のテーマ」をとおしてどのように人生に影響があったのか「カタリスト」

に語って頂きます。そこには、人生の試練をどうやって乗り越えたか、そし

て今に至ったか。 生きる叡智がちりばめられています。	
	
今回は、ハリウッドの三幕を使って、一枚のマップを作成しました。内容は
読む目的を決め、目的に合ったワードを抜出し、その共感ワードを使って、

始め、中、終わりと小見出しを付け、ストーリーを作っていきます。そして
後に読んだ目的を行動に移せるタイトルを決めます。	
	
今回の目的は「何が著者の名声を不動にしたのか？」そして、タイトルは
「毎朝、新たな奇跡と大発見」となりました。	
	
タイトルどおりに行動を起こせると目的必達です！	
	
	

秘密の花園　　　　著者　ﾌﾗﾝｼｽ・ﾎｼﾞｿﾞﾝ・ﾊﾞｰﾈｯト	
バーネット自伝　　著者　ﾌﾗﾝｼｽ・ﾎｼﾞｿﾞﾝ・ﾊﾞｰﾈｯト	

	

レポーター：梶正人	

主催者：connector	book	club		

イベントレポート	

参加者：24人く	

ブックリスト	

モノポリーナイト	
2017年 ５月 ５日　１６：３０〜１９：００	
場所:	まちライブラリー@もりのみやキューズモール　	

午前中に行われた子ども向けと雰囲気が変わり、大人が対象と
いうことで真剣にゲームを楽しんでいる様子が印象的でした。	

レポーター：中村清美	

主催者：日本モノポリー協会 	

イベントレポート	

参加者：15人	

ま	

ま	
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絵本のポップを書こう	
2017年5月6日　15:30～16：30	
場所　東住吉会館　大会議室	

ポップを書くという初めての経験に初めはとまどっていた人も2冊
目、3冊目と書くうちにコツがつかめ、大人もこどもも夢中になって
楽しんで書いておられました。	
できあがった力作ポップは図書館のえほんコーナーに展示させて
いただきます。	

レポーター：大阪市立東住吉図書館	

主催者：大阪市立東住吉図書館	図	
公	

イベントレポート	

参加者：11人	

雑誌を囲んでみんなでお茶会（「クーリエdeトーク」特別版）	
2017年5月6日　14：00〜16：00	
場所:まちライブラリー＠大阪府立大学	

雑誌「クーリエ・ジャポン」の特集から取ったテーマでワークショッ
プやおしゃべりを楽しむ、普段の「クーリエdeトーク」とは違い、今
回は机の上にバラまいた雑誌を元に、ノンテーマで、しかも目をつ
ぶった状態でランダムに取り出した雑誌の記事を元に話を進めて
いくというワークショップを行いました。	
たまたま開いた記事なので、「これどういうことだろう？」という記
事もありましたが、海外の意外な食べ物に関する記事、人間の心
理に関する記事、知られざる社会問題に関する記事など、普段と
は違う刺激を受けた気がします。	
ワークショップ後は、紅茶とお茶菓子でリラックスした感じでお話し
ていました。	
人や情報との新たな出会いにつながった会だったと思います。	

・居酒屋ぼったくり（秋川滝美）	
・Graphic	Recorder	―議論を可視化するグラフィックレコーディングの

教科書（清水淳子）	
・宇宙一美しい奇跡の数式（ノ・ジェス）	
・ミシンで着物　綿・麻・ゆかた（やまもとゆみ）	
・WIRED	Vol.6,	8,	25	
・WIRED	Vol.25	
・Harvard	Business	Review	2017年1月号	
・WEDGE	2017年2月号、2017年4月号	

レポーター：川﨑　照文	

主催者：川﨑　照文	

イベントレポート	

参加者：8人	

ブックリスト	

ま	
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あべのキューズモール巣箱図書館のえほん交換会 	
2017年	5月9日13:00-15:00	
場所　あべのキューズモール・４F　Q’ｓLand　	
	

キューズモール巣箱見守り隊とまちライブラリー＠もりのみや
キューズモールでおはなし会を手伝ってくださっているサポーター
のみなさんと「えほん交換会」を開催しました。	
巣箱に絵本が少なかったので、交換は少しにして、あとは全部寄
贈しようということになりました。	
母の日がもうすぐということで、カーネーションの折り紙を折ってみ
んなで巣箱に季節のデコレーションをしました。読み聞かせを行う
と、たまたま通りかかった方も休憩がてら聞いていかれ少しにぎ
やかに。えほんの読み聞かせだけでなく、うたや手遊びなども行
いました。	
普段巣箱から絵本を借りています！という親子と出会ったり、たま
たま外国から旅行で来られたお子さんたちと交流ができたりと
あっという間の2時間でした。	
	

・いのちのおはなし	
・どろだんご	
・子うさぎましろのお話	
・新タイムトラベラー　ウォーリーを探せ	
・はたらくじどうしゃ	
・でんしゃ	
・あたらしい関西のでんしゃずかん	
・おおかみと７ひきのやぎ	
ほか	

レポーター：東美樹子	

主催者：まちライブラリー	

イベントレポート	

参加者：30人	

ブックリスト	

たまほりプリントラボ(編集会議)	
2017年	5月	7日　13：00〜18：00	
場所　まちライブラリー＠種ノ箱	

「えーっ、今日が 終日〜！！！」	
終日でまわれる限り、いろいろ取材しました。	

あるところでは、ものづくりの動機、おもい、印象に残っていること
を伺ったり。	
また、あるところでは展示の経緯や、まちの移り変わりを話したり。	
はたまた、紙屋さんの前ではワークショップに参加したり。	

後は、米俵文学賞、受賞作品の講評や発表を 初から 後ま
で聞いたり。	
振り返ってみると、取材って奥が深い！と思いました。	
それと、普段は聞けないことでも、記者になると聞けるから、ちょっ
とお得かも、、とも思いました。	

・トリスタン・イズー物語(ベディエ 編、佐藤 輝夫 訳)	
・ことづて屋 寄りそう人(濱野 京子)	

レポーター：秋保強(カタリスト)	
主催者：まちライブラリー＠種ノ箱 	

イベントレポート	

参加者：3人	

ブックリスト	

ま	

ま	
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存在しない編集会議	
2017年	5月	10日　18：45〜21：00	
場所 まちライブラリー＠A´ワーク創造館　	

「存在しない文庫本」を作る、という目的で、参加者全員で会議を
行い、１冊の本を作成するイベントです。タイトル、作家名、あらす
じの順番で相談します。「書店で手に取ってもらえる本」を作るた
め、キャッチーなタイトルを考えます。色々な言葉が書かれたカー
ドを引き、面白いタイトルをそれぞれ考えていくのですが、想像力
をかきたてるものが多く大盛り上がり。たくさんの候補のなかから、
タイトルは「受刑者Aの招待状」に決定しました。	
次に、タイトルの内容やジャンルに合う作家名を考えます。作家名
は「藤浪未知男」。こんなあらすじが完成しました。	
「記憶喪失のまま有罪となった男。事件の真実を解き明かすため、
唯一記憶に残っている女性、樋渡久美子に招待状を送ることを思
いつく――。」	
装丁を作って文庫本に巻くと、「存在しない文庫本」の完成です！	
会議の中で互いが影響しあって、新たな意見が次々に生み出さ
れていくのが非常に楽しいクリエイティブなイベントでした。	

・葉桜の季節に君を想うということ　（歌野晶午）	
・モノレールねこ（加納 朋子）	
・ビブリオ古書堂の事件手帖	
・手紙のつくりかた　New　Pstal　Style50	
・まんがで読破　リア王	
・幼年期の終わり　（アーサー・C・クラーク）	
・君と100回目の恋（下川 香苗）	

レポーター：鍋島　志織	

主催者：まちライブラリー＠Ａ'ワーク創造館 	

イベントレポート	

参加者：7人	

ブックリスト	

読書会　白隠を学ぶ	
2017年	5月10	日　13：00〜15：00	
場所:	まちライブラリー@もりのみやキューズモール　	

臨済宗中興の祖を知る　♪♪　	
白隠 慧鶴（はくいん えかく）禅僧	
	
読書会　白隠を学ぶ！！≪人生に影響を与えた本シリーズ
vol19≫　今回は栢原義則 さん（育プロ代表）に影響を与えた本
（中興の祖、白隠 慧鶴）について学びました。	
本を読む目的に合わせて1冊に一枚のマップを作成し、２時間で
計４冊 読みました。お互いの気付きをシェアすることで白隠の禅
をとおしての呼吸法、内観法等を学び 沢山の絵画、書をなぜ、表
したのかなど、とても興味深いことを知ることが出来きました。 ま
た、これからの指標も新たに見つけることができました。	
	

・夜船閑話　（著）伊豆山格堂	
・白隠禅師　延命十句観音経　霊験記　（著）　伊豆山格堂	
・白隠　禅とその芸術　（著）古田紹欽	
・生と死の白隠禅師座禅和讃　牛込覚心	
・白隠（日本のこころ）　監修　芳澤 勝弘、 山下 裕二	

レポーター：梶正人	

主催者：connector	book	club		

イベントレポート	

参加者：2人	

ブックリスト	

ま	

ま	
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読書交流会	
2017年5月11日　10：00～12：00	
場所　大阪市立東淀川図書館多目的室	

この日は自分の好きな本について熱く語っていただきました。みな
さん持ち時間の５分を守ってくださり、絵本から小説、エッセイ、自
然科学など幅広いジャンルの本が紹介されました。	
2時間があっという間にすぎ、話したりない方々は場所を変えて感
想を述べ合っておられたようです。	

	アンジュール	:	ある犬の物語（ガブリエル・バンサン）	
烏に単は似合わない（阿部 智里）	
ザメンホフ	:	世界共通語を創ったユダヤ人医師の物語（小林 司）	
死なないやつら	:	極限から考える「生命とは何か」（長沼 毅）	
ムーン・パレス（ ポール・オースター）	
やちまた 上下（足立 巻一）	
勇者たちへの伝言	:	いつの日か来た道（増山 実）	

レポーター：大阪市立東淀川図書館	

主催者：大阪市立東淀川図書館	図	
公	

イベントレポート	

参加者：17人	

ブックリスト	

ワールドカフェ読書会＠よどまちライブラリ―	
2017年5月10日（水）	:19:00-21:30	
場所:	よどまちライブラリー	

参加者はまずは好みの飲み物を確保。4つのテーブルに分かれ
てグループを作りました。	
おいしいお菓子やドーナツを味わいながら、同じ本を読んできたこ
とから浮かぶ、他者と話し合いたいテーマを選出後、	
選出テーマ「自分を変える勇気を持てますか？」について席替え
も挟んでグループトークがスタート。	
老い（？歳）も若き（14歳）も、男性も女性も、居住地・職業を超え
て、自分の思いを言葉にのせ、他者の心の理解に努めながら、	
言いたい事を言い尽くして充実したひと時を過ごしました。グルー
プごとで話されたことも参加者全員で共有し、瞬く間に過ぎた感の
90分でした。	
参加者同士の新たなつながりが各所で生まれ、次の開催への期
待も高まっての終了となりました。	

嫌われる勇気　（岸見一郎 　古賀史健　ダイヤモンド社）	

レポーター：よどまちライブラリー	

主催者：ひと結び（共催：よどまちライブラリー） 	

イベントレポート	

参加者：15人	

ブックリスト	

ま	

木曜日にお茶を飲もう♪(セイロンティー)	
2017年	5月	11日　18：30〜20：00	
場所　まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	

セイロンティーをいただきながら、産地であるスリランカの紅茶に
ついて、お話しました。	
まちライブラリーのイベントに初参加の方ばかりだったので、イベ
ントで何をしているのか、どういったイベントがあるのかなどをご紹
介しました。	
持ち寄られた本は、とっても景色が頭の中に浮かぶような本だっ
たような気がします。	
木曜日にお茶を飲もう♪は、一年以上続いている企画なので、過
去の内容をかいつまんでお話しして、ざっくばらんに和やかにお
しゃべりを楽しみました。	
ゆっくりお茶しながら、本を交えておしゃべりするのって、意外に贅
沢な時間かも知れませんね。	

・日の名残り(カズオ・イシグロ)	
・にんじん(ルナアル作、岸田国士訳)	
・ポストグローバル(アレクサンダー・ゲルマン)	
・ももこの世界あっちこっちめぐり(さくらももこ)	

レポーター：秋保強(カタリスト)	
主催者：秋保 強(日本茶インストラクター) 	

イベントレポート	

参加者：4人	

ブックリスト	

ま	
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大阪の歴史資産を現代に活かすー学芸員の取り組み 	
2017年5月12日（金）18:30-20:00	
場所　まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	

大阪の遺跡・史跡、文化財を守り活用する役目を担っているのが
博物館の学芸員です。このセッションでは、弥生博物館の中尾智
行学芸員・狭山池博物館西川寿勝学芸員に、それぞれの施設の
取り組みを紹介して頂き、予算・人員の削減という悪条件のもと、
様々な工夫で 善を尽くしていることが語られました。また、なに
わの海の時空間」前館長石浜紅子さんの同館閉館に至る経緯の
緊急発言もあり、参加者各位には博物館と学芸員さんたちの応
援をお願いして終了しました。	
	

地名が解き明かす古代日本	
史跡公園の活用の現状と課題　西日本地域の史跡を中心にして	

関西における歴史遺産　博物館による地域活性化とその影響	
信濃　第63巻　第11号　抜き刷り	

ランニング関西　NO.19秋号	

ランニング関西　NO.13秋号	

レポーター：正木裕	

主催者：正木裕（大阪府立大学　講師） 	

イベントレポート	

参加者：24人く	

ブックリスト	

絵本deつながろ！～ママのための元気になれるよみきかせ交流会～	

2017年年5月12日　10：30～11：30	
場所　大阪市立東成図書館　多目的室	

　カラフルなマットの周りに面展台を並べ、70冊あまりの絵本に囲
まれた中、0歳から5歳の子どもさんとお母さんが思い思いに絵本
を楽しんでおられました。図書館司書による読み聞かせや絵本選
びについてのアドバイス、絵本の会東成メンバーによるミニおはな
し会、参加者が3つのグループに分かれ、お互いに絵本を読み
合ったり読み聞かせなどの悩みを相談しあったりするワークショッ
プ、子育て支援センター職員による手遊びなど、盛りだくさんのプ
ログラムでした。絵本の読み聞かせや手遊びは親子ともよく聞い
ていたり、楽しんだりされていて、お母さんたちはワークショップに
も積極的に参加されていました。参加者、スタッフとも笑顔がいっ
ぱいの楽しいひとときになりました。	

レポーター：大阪市立東成図書館	

主催者：大阪市立東成図書館	

イベントレポート	

参加者：22人	

ま	

図	
公	
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忘れてしまった本を紹介し合うサロン	
（まちライブラリー＠大阪府立大学サロン）	
2017年	5月	12日　19：00〜20：30	
場所　まちライブラリー＠大阪府立大学	

やっぱり、本を拝む姿はフシギですね。	
読んだけれども忘れてしまった本を持ち寄って、直観讀みブックマーカー

で遊びました。	
Q「忘却とは？」	

A「いや、それ以上のことは聞かんといて」	

なかなか深淵な回答。。。	
もう一つの問いは、「結婚とは？」。	

答えがどうだったのかは、ご想像にお任せします。	
問の答えがチグハグでも、複数人で直観讀みブックマーカーをやっている

と、答えの解釈も様々。それぞれのひととなりが現れるところがいいなぁと
思いました。	

カタリストは日本茶インストラクターなので、お茶をお出ししつつ、お菓子も

添えて、皆さんとおしゃべりして和みながら、ええ感じに盛り上がりました。	

・櫻よ―「花見の作法」から「木のこころ」まで(佐野 藤右衛門)	
・ロング・グッドバイ(レイモンド・チャンドラー 著、村上 春樹 訳)	
・男たちのゲームセット―巨人・阪神激闘記(山際 淳司)	
・遠い山なみの光(カズオ イシグロ)	
・二人の紅茶王―リプトンとトワイニングと(磯淵 猛)	
・もの食う本(木村 衣有子)	

レポーター：秋保強	

主催者：秋保強(日本茶インストラクター) 	

イベントレポート	

参加者：５人	

ブックリスト	

自分で奇跡を起こす読書会	
2017年	5月12日　18：30〜20：00	
場所:	まちライブラリー@もりのみやキューズモール　	

読書会「自分で奇跡を起こす」≪人生に影響を与えた本シリーズvol.20≫	
≪人生に影響を与えた本シリーズ≫では人生に影響を与えた本を選んだ

人とコラボの読書会です。	
 「本のテーマ」をとおしてどのように人生に影響があったのか「カタリスト」

に語って頂きます。そこには、人生の試練をどうやって乗り越えたか、そし

て今に至ったか。 生きる叡智がちりばめられています。	
	
今回は、高田慎一さん（研究者（ライフサイエンス分野、環境資源リサイク
ル分野）、に影響のあった本「自分で奇跡を起こす方法」を学び、ハリウッ

ドの三幕を使って、一枚のマップを作成しました。「奇跡ってどういう時に起
きると思う！！」 「本気になったときだけに現れる。」 今回の読書会、なに

がなんでも参加！ 参加するために時間を作る。 参加するために時間の

隙間を創る。 参加するために貪欲になる。 人がしないことをする。 「創造
してください！」 参加するためにあなたの取った行動を！”！！ 	
だからこそ、あなたの前に奇跡が現れる！ 	

・自分で奇跡を起こす方法　　	
・価値ある生き方	
・なぜか、あれこれ悩んでしまうがなくなる１８の習慣	
・「学び」を「お金」に変える技術	

レポーター：梶正人	

主催者：connector	book	club		

イベントレポート	

参加者：4人	

ブックリスト	

ま	

ま	
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神社サロン～ようこそ湯里住吉神社へ！～ 	
2017年5月13日（土）13:30-15:00		
場所　大阪市立城東図書館多目的室	

当図書室がある湯里住吉神社の由緒の説明をした後、	
神社の御祭神（お祀りしている神様）である「中筒男命」にまつわ
る神話を中心に	
参加者の皆さんでフリートークを致しました。	
神社や歴史が好きな方ばかりということもあり	
とてもコアな話題で盛り上がったイベントとなりました	

日本の神話〈第1巻〉くにのはじまり	

レポーター：まちライブラリー＠湯里住吉神社 	

主催者：まちライブラリー＠湯里住吉神社 	

イベントレポート	

参加者：3人	

ブックリスト	

海外ドラマ・映画好き茶会＋まちライブラリー	
2017年	5月	13日　13：00〜14:30	
場所　cflat	心斎橋	

　ライブラリーつながりで、語学レッスンを色々と開催しているC	
Flat ならではの「海外映画・ドラマ好き茶会」を開催しています。	
９名の方にご参加頂き、様々なジャンルの皆さんのオススメ作品
を紹介してくださいました。	
　 新作あり、アクション、恋愛、ディズニー、ミュージカルなど、
色々な国の作品が集まりました。	
ご持参されるものも、DVDはもちろんのこと、映画館で購入された
パンフレットや関連本など様々でそれを見るのも楽しいかったです。	
皆さんが熱く語るオススメの作品で自分が普段観ないような作品
が観たくなり、新しいジャンルを開拓できる情報交換の場となりま
した。	

・La	La	Land	
・美女と野獣	

・秘儀・十八武芸拳法	
・猿拳	

・レディークンフー激闘拳	

・アジアン・アクション映画　大進撃	
・人生はビギナーズ	

・Dusk	Dawn	
・プリシラ	

・アナと雪の女王	
・Outlander	
・時の旅人 クレア	

・La	Traviata	
・ショーン オブ ザ デッド	

レポーター：ながのけいこ	

主催者：心斎橋 C	Flat	まちライブラリー 	

イベントレポート	

参加者：9人	

ブックリスト	

ま	
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新茶の楽しみ方伝授します！	
2017年	5月	13日　15：00〜17：00	
場所　ふらっとフラットまちライブラリー＠OCVAC	

植本祭の一日なので、カレー、ハーブに続く3つ目のイベントでし
た。前の2回が大盛り上がりしたので、少し熱気に当てられた感じ
に(苦笑)。	
冬を越して、春を過ぎ、ちょうど今頃、新茶の摘み取りが行われる
時期です。茶の芽のやわらかいところをプチっと摘み取ります。	
お茶に関する疑問にお答えしたり、新茶のいれ方のポイントを説
明したり、一通りお茶の話をしたあとは、テーブル毎に小さなグ
ループに分かれて、おしゃべりが弾みました。	
とっても、いい感じにめいめいが楽しまれていたようなので、なん
だかお茶の楽しみ方も集まる人で違ってくるんだろうな！と思いま
した。	

・ハンディー版 野の花と小人たち(安野 光雅)	
・三国志（一）(吉川英治)	
・HERB（ハーブ）No.54	1998.9(誠文堂新光社)	
・天満橋おさんぽの友 Vol.2	SPRING	2017(天満橋おさんぽの友編集

部)	
・日本茶全書―生産から賞味まで(渕之上 康元、渕之上 弘子)	
・手の間～vol.13	

レポーター：秋保強（カタリスト）	

主催者：大阪市ボランティア・市民活動センター	
					　　　　（ふらっとフラットまちライブラリー@OCVAC） 	

イベントレポート	

参加者：9人	

ブックリスト	

読書交流会「この絵本がわたしのツボ！おとなの絵本読書会 第2弾」	

2017年年5月13日　14:00～16:00	
場所　大阪市立旭図書館　多目的室	

　参加者計8名で、それぞれが好きな絵本を持ち寄り、その魅力に
ついて語り合いました。ただ、1冊に絞りきれない人が多く、時間
が足りないほどでした。好きなポイントはさまざまです。子育ての
中で心に残った本、実際に40年前に子どもに読んだ本そのものを
持ってこられた方。また、シンプルに食べものが好き！と挙げられ
た方、クラウドファウンディングという新しい形で作られ、多様なメ
ディアで展開する絵本や、画材や用紙に工夫をこらして創作する
画家の絵本など…。他の参加者が挙げられた本を読んでみたい
と思ったり、知っていた本でも、その魅力を新たに発見したり、あっ
という間の2時間でした。	

レポーター：大阪市立旭図書館	

主催者：大阪市立旭図書館	

イベントレポート	

参加者：8人	

図	
公	

ま	
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おはなし会サポーターによるえほんよみきかせ	
2017年	5月14	日(日）　11:00-11:30　・15:00-15:30	
場所：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール　	

レポーター：並河真次	

主催者：まちライブラリー＠もりのみやおはなし会サポーター	

みんなで練習会	
2017年	5月13	日　17：00〜18：30	
場所　　まちライブラリー＠もりのみやキューズモール　	

　なにかの練習を他の人がみる、みてもらえる機会があれば、見
る側も、見られる側も客観的視点が得られ、有意義なものになる
のではないかと考え、みんなでなにかの練習する会を企画した。	
　今回は、「みんなで知恵袋」という自分や誰かの疑問に対して、
みんなで考えて、いろんな答えをだすというリアルヤフー知恵袋と
いえるワークショップを行った。参加人数は少なかったが、来れな
かった他の人からの疑問ももらい、「イベントに人を集まめるため
の工夫は？」、「廃校の小学校の有効活用法は？」、「家で1人で
いるときの時間の使い方は？」などに対する答えを考え、真剣に
楽しみながら考える時間となった。	

レポーター：並河真次	

主催者：西野	

イベントレポート	

参加者：2人	

ま	

毎月第2日曜に「おはなし会サポーター」のみなさんが企画しているえほん
の読み聞かせイベント。	
	
午前11時、午後は3時からそれぞれ30分程度のプログラムを無料で楽し

んでもらっています。	
	
R森ノ宮駅のテーマソング「もりのくまさん」がウクレレで流れるとおはなし

会がはじまります。予定をしてきてくださった方や、たまたま通りがかった
方が同じ場所でのんびりと絵本を楽しんでいる様子はとても心が穏やか

に。。。。	
	
このイベントを盛り上げてくださる会員サポーターさんを募集しています。

毎月第4木曜に定例のミーティングをひらいていますので、お気軽にご参
加ください。	

プログラム	
＜午前の部＞	
もりのみやのうた /	アリのおでかけ/まるまるころころ /	まるまるさん /	
５ひきのかえる /	かえるのうた / おっぱい /	ぞうさん /	おかあさん /	お
わりのうた	
	
＜午後の部＞	

もりのみやのうた /	はじめまして /	ママだいすき/ぞうさん /	おかあさ
ん /	雲をつかむはなし /	キャベツの中から /	バスにのって /	バスに

のって /	くまさん /	ひよこさん /	おわりのうた	

イベントレポート	

参加者数：  午前29人　午後23人	

ブックリスト	

ま	

・「ヨレヨレ創刊号」	
・「書を捨てよ、町へ出よう」作・寺山修司	

ブックリスト	
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「大人も楽しい子どもの本」読書会	
2017年5月15日（日）14:00-16:00	
場所　もものこぶんこ	

まずは、皆でおすすめの本を紹介しあいました。	
 	
『ステップファザーステップ』（宮部みゆき・作　青い鳥文庫版）…子
どもの頃に読んだが、表紙の絵のかわいさに惹かれて読んだ。ミ
ステリの大家の宮部みゆきの本とあとになって気づいてびっくり。
装丁によって本の印象は変わる。	
 	
ミニコミ誌いろいろ…文学フリマなどでしか手に入らない私家版本
を集めるのが好きな方が。少部数だけど、完成度の高い本もたく
さん。なかなか普段お目にかからない貴重な本を見せていただき
ました。	
ごすことができました。	

レポーター：もものこぶんこ	

主催者：もものこぶんこ	

イベントレポート	

参加者：4人	

本の海（3）～大正で知る沖縄～	
2017年5月14日　13：00～16：00	
場所　大阪市立大正図書館　おはなしの部屋	

　おはなしの部屋に「沖縄の芸能を知ろう！」「沖縄と大阪をつな
ぐほん」「硫歌を知ろう！」「こどものほん」の4つのテーマで展示を
しました。中学校での総合学習の参考にと見に来られた先生方や、
ご家族が沖縄出身の方などがご来館くださいました。	
現在展示中の「沖縄を訪ねて-平成28年度収集版」の展示リストも
配布しました。	

レポーター：大阪市立大正図書館	
	

主催者：大阪市立大正図書館	

イベントレポート	

参加者：6人	

図	
公	

図	
私	

	
『スイスイスイーツ』『べべべんべんとう』（さいとうしのぶ・作）…食べ
物好きにおすすめ。見ているだけで楽しい！色が美しいので遠目で
見ても楽しい。	
 	
『わたしのおべんとう』『ぼくのおべんとう』（スギヤマカナヨ・作）…二
冊の絵本、交互に読むと1つの物語になります！楽しい仕掛け！	
 	
『うまいもんフライヤーズ』『うどんのうーやん』（岡田よしたか・作）…
食べ物絵本、と思いきや、笑いのほうが勝っている・・・。なんでその
発想！？と思うような奇妙奇天烈な内容です。	
 	
『ベンのトランペット』（レイチェル・イザドラ・作）…先日「トワイライト」と
いう映画を見て、その中で主人公に赤の他人の大人が生きる知恵を
教えるというシーンがあって、この絵本を思い出した。モノクロの絵や、
音を絵で表す表現も美しい絵本。	
 	
少人数で時間があまったため、急遽「絵本漢方もものこ堂」をやっえ
みることに。いくつかの質問に答えていただくと、今の気分にぴった
りの絵本を紹介しますという遊びです。	
今回は答えた本人も含め、みんなでどんな本があるか考えてみよう、
ということになりました。	
 	
いろんな絵本を見て、楽しいひと時を過ごすことができました。	
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だいたい満月に　ほんまにぶらりまちライブラリーラリー 	
2017年5月15日　18：30～21：00	
場所 「Wグラフィックス＆アーツ（渡辺一郎事務所）　	

ぶらり、満月の新企画です。催していた読書会を違う場所でして
みるという会の第一	
回でした。	
今回はぶらりに何回か参加されていました渡辺一郎さんの事務
所で行いました。	
奥様の渡辺美香子さんが色鉛筆画家であり、	
色鉛筆画の教室としても使われている事務所です。	
奥様の色鉛筆絵ががあったり、デザインの本やらＣＤやらに囲ま
れた空間で、	
楽しく読書会が出来ました。	

出崎栄三　「サルトリアリストX」（写真集）	
松本妙子「文学の中の犬の話」	

新藤雅子「もうひとつ別の東京」	
飼手正洋「愉楽」	

小野良之「異文　太平洋戦争」	

東美樹子「翻訳できない世界の言葉」	
田中邦子「あきない献立は野菜がきめて」	

飯田さとみ「しりとり」	
内田利恵子「人間住宅」	

渡辺一郎「京都カフェ散歩」	

レポーター：出崎栄三	

主催者：チーム「だいたい」出崎栄三・小野千佐子・内田利恵子・東美樹子	

イベントレポート	

参加者：11人	

ブックリスト	

ぐうたら文庫のらくがき天国	
2017年5	月14	日　10：00〜16：00	
場所　ぐうたら文庫のあるところ	

　前日は雨で、お天気が危ぶまれる中でしたが、幸いにも快晴！
朝から本棚を新たに出し、イスを並べ、らくがき用の画板を並べ、
画材を揃えて準備をしていると、近くの家の小学生が集まってきて
くれました。	
　コンクリートの床にチョークで絵を描き、マットの上で集まると、ベ
イブレード大会！せっかくたくさん集まってくれたので、管理人が
絵本の読み聞かせをしました。「うえきばちです」は子どもたちに
大人気。「なんでやねん！」「そんなわけあるかー！」とツッコミな
がら、聞いてくれます。	
　さて、今回はらくがき天国なので、みんなでいろんな絵を描きま
した。小学生男子はダイナミック！女子は丁寧に描いています。	
　「プリキュア好きやの～」という女の子は大きなおうちと家族みん
な、そしてお花やキラキラしたものをたくさん描いていました。絵本
を読むのも好きだといって、どんどん「読んで」と持ってきてくれま
す。	
　小さなイベントですが、ご近所との環が少しずつ広がっている気
がして、とても楽しかったです。	

・「うえきばちです」（川端誠著）	
・「はじめてのおつかい」（林明子著）	
・「いもうとのにゅういん」（筒井頼子著）	
・「ぼちぼちいこか」（マイク・セイラー作）	

レポーター：松岡章子	

主催者：まちライブラリー＠ぐうたら文庫 	

イベントレポート	

参加者：10人	

ブックリスト	

ま	
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読書会番外編－私の出合った本	
2017年5月16日　10:30～12:00	
場所　此花区民ホール1階　第1会議室　	

此花図書館が毎月行っている読書会のメンバーだけでなく、ブッ
クフェスタのパンフレットで見た、ということで遠方から参加してくだ
さった方もありました！それぞれ、 近読んだお気に入りの本を
紹介しながら自身の思いを語り、また、それに対して感想が語ら
れ、そういえば、あの本もよかった、など、なごやかな雰囲気の中
で対話が途切れることはなく、あっという間に時間が過ぎました。
お気に入りの本について、参加者が書いてくださったカードは、今
後、此花図書館での本の展示に活用させていただきます。	

天璋院篤姫（宮尾登美子）、敦煌（井上靖）、うたうとはちいさないのち
ひろいあげ（村上しいこ）、	

中村久子の生涯（黒瀬昇次郎）、光炎の人（木内昇）、鹿の王（上橋菜
穂子）、スクラップ･アンド･ビルド（羽田圭介）、女性のためのじぶんで

治る整体法（野村奈央）、王妃の館（浅田次郎）、デトロイト美術館の

奇跡（原田マハ）、ミラクル（辻仁成）、朝けの空に貞明皇后の66年（川
瀬弘至・産経新聞連載中）、ほか	

レポーター：大阪市立此花図書館	
	

主催者：大阪市立此花図書館	図	
公	

イベントレポート	

参加者：11人	

ブックリスト	

読書会ー特別版ー	
2017年5月16日　10：30～12：00	
場所　大阪市立西淀川図書館多目的室　	

毎月行っている読書会で、いつものように1冊の本について語り合
うのではなく参加者それぞれが紹介したい本を持ち寄って語り
合った。司会も参加者の方によりスムーズに進行して頂いた。1時
間半で８冊は少し多く、本の紹介のみでその本についての質問を
する時間はほとんどなかった。紹介された本は、各人の人となり
にあって興味深く、読書の楽しさを感じることができたと思う。	

	忘れられた巨人（ カズオ・イシグロ）	
台所のおと （幸田 文）	

一日一生（酒井 雄哉）	
老いの才覚 （曽野 綾子）	

中国の思想大全	:	マンガ特別版 （蔡 志忠）	

サバイバルおばあさん （門野 晴子）	
サッカーボーイズ （はらだ みずき）	

虹の岬の喫茶店 （森沢 明夫）	
	

レポーター：大阪市立西淀川図書館	

主催者：大阪市立西淀川図書館	

イベントレポート	

参加者：7人	
ブックリスト	

図	
公	
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2017年 5月14日（日）	10:00-12:00		
場所:東住吉会館　2階 	

カタリストの筒井由美子さんから、東住吉の地域の成り立ちを川
に着目する形でお話いただきました。 近発見されたという、大き
な古地図も見応えのあるものでした。駆け足の解説のあとは、み
んなで実際に１時間超ほどかけて、まちあるきを行いました。	
昔から今へとつづく、生活、暮らしの営みを感じることができました。	

・まちライブ01	

レポーター：奥井希	

主催者：まちライブラリー＠東住吉 	

イベントレポート	

参加者：25人	

ブックリスト	

ま	



クリスタクラブお話会「弱さに光を」	
2017年5月17	日　11：00〜12：30	
場所：：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール　	
	

私達はアスペルガー症候群の子供たちを「クリスタルチルドレン」
と呼びます。発達障害をマイナスと捉えず、良いところにフォーカ
スを当てて、どんどん伸ばしてゆくことのできるお母さんが一人で
も多く増えてほしい。そんな想いから、毎日を笑顔で過ごせるママ
とのコミュニティーの場「クリスタクラブ」をつくり毎月ママがホッと
できるお話会をまちライブラリー森ノ宮で開催しております。	

・ま、いっか	
・ソース	
・アドラー心理学７つの知恵	
・親子が輝くモンテッソーリのメッセージ	
・あなたの人生が変わる奇跡の授業	
・調味料を使うのがおもしろくなる本	
・3歳からのおべんとう	
・いただきます！幼児のごはん	
・どうぶつアルバム2　いぬとねこ100	
・子どもがつくるほんものごはん	
	
	

レポーター：髙橋さおり	

主催者：クリスタクラブ	

イベントレポート	

参加者：6人	

ブックリスト	

アルバムカフェ　	
2017年	5月	17日　13：00〜14：30	
場所:	まちライブラリー@もりのみやキューズモール　	

アルバムカフェは、自分のアルバムと貼りたい写真を持ち寄り毎
月少しずつ作っています。材料はこちらで用意しています。次回6
月15日（木）予定	
今回のカタリストは、小清水典子さん。ムスメさん二人のアルバム
をそれぞれに渡せるように作っています。	
アルバムの種類大きさは、それぞれ様々。今日来てくださったお
客様のアルバムは、頂き物の大きなアルバム。これがたくさん写
真貼れるので、生まれてからたくさん撮った写真もどんどん整理
できてます。	
今日の私は、自分の小さいころの写真を親からもらったので、そ
れを整理中。	
それぞれのペースでそれぞれの思いでアルバムを作りながらお
しゃべりが楽しいですよ。	

・だるまちゃんとてんぐちゃん（加古 里子）	
	

イベントレポート	

参加者：3人	

ブックリスト	

ま	

ま	

レポーター：岡田美濃	

主催者：小清水典子	
　　　　　（富士フイルムイメージングシステムズ（株）認定アルバム大使　） 	
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猫の手芸部	
2017年	5月　17	日　24日　12：00〜19：00	
場所　Library	&	Share	Space	小さなお庭と猫の図書館　	
	

開館時間内の図書館利用時間（２時間）でできる、材料費ワンコイ
ン（５００円）の手芸をしていただきました。	
＊　フェルトで作る猫おもちゃ（いちご・柏餅）	
＊　レジンで作るＭＹ猫アクセサリー	
＊　らくやきマーカーで絵付けする猫の器	
＊　黒猫クロスステッチ・サシェ	
上記から１つをえらんでいただきました。一番人気はらくやきマー
カーで、猫の絵本など、挿絵を参考にしてお皿に描かれる方もい
らっしゃいました。	
このほか、ご自身の作品を持ち込みで作業されたり、猫の図書館
は、しばし手芸な空間に変身しました！	

・　たべものいっぱい！あそべる！フェルトおままごと（ムック）	
・　ＵＶレジンだからできる大人ジュエルなアクセサリー　（a.k.b）	

レポーター：豊田	
主催者：Library	&	Share	Space	小さなお庭と猫の図書館　	

イベントレポート	

参加者：			8　 人　（参加者　7人　スタッフ　１人）	

ブックリスト	

レトロ空間の特別公開と昭和初期映像の上映会 	
2017年	5月1	7日(水)　19：00〜20：30	

場所:	まちライブラリー@シュール・ムジュール デサキ	

19：00から20：30分の予定でしたが、	
お一人 終時間のぎりぎりになるけれど、	
必ず行きますとのことで少し時間を延長して21：00まで上映会をし
ました。	
参加者は全部で9名に、FBでの申し込みに私が気付いていなかっ
たことや、申込み連絡がついていないのに来られた方がおられま
した。	
余分にお菓子を用意しておいてよかったです。	
私の分がなくなってしまった。ほとんどの皆さんが本を持ってくるこ
とを理解されていないようです。	
何かテコ入れが必要かと思いました。	

■持ってこられた本は2冊でした。	
「開港5都市モボ・モガを探せ！函館　新潟　横浜　神戸　長崎」（写真

集）	
雑誌「大阪人」（旭区萌え）	

■お出ししました茶菓	

・冷やしたダマン17番の紅茶	
・ラ・プラージュのエクレア	

レポーター：出崎栄三	
主催者：シュール・ムジュール デサキ 	

イベントレポート	

参加者：9人	

ブックリスト	

ま	

ま	
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天満橋ビブリオバトル #80	
2017年5月17日　19：30〜21：00	
場所:まちライブラリー＠もりのみやキューズモール　	

 天満橋ビブリオバトルは、紳士淑女が5分間の本の世界「ビブリ
オバトル(http://www.bibliobattle.jp/)」を楽しむ、毎月第３水曜夜
のプログラム。 
 普段は大阪市内の各会場で開催しており、定期的にまちライブラ
リー＠もりのみやキューズモールにお邪魔しています。関西各地
で開かれている「ビブリオバトル」の本家本元として、毎回、リピー
ターの方、初参加の方、ほかの場所でビブリオバトルを楽しまれ
ている方など、老若男女を問わず、ご参加いただいております。 
  
 スタートから7年目を迎え、記念すべき第80回を迎える当夜の本
のテーマは、「先生」。わかりやすいテーマだったため、6人の発表
枠に対して、残念ながら泣く泣く発表できない方もいらっしゃるほ
ど、盛り上がりました。 
	
　 新の開催情報はコチラから
hkps://www.facebook.com/bibliobakle/　	
または「天満橋ビブリオバトル」で検索してください	

東大教授が教える独学勉強法（柳川範之）	

びりっかすの神さま（岡田淳一）図書室のキリギリス（竹内真）	

鹿男あをによし（万城目学）	

師弟のまじわり（ジョージ・スクイナー）	

辞書になった男　ケンボー先生と山田先生（佐々木健一）	

レポーター：吉野　英知	

主催者：天満橋ビブリオバトル	

イベントレポート	

参加者：25人	

ブックリスト	

ま	

借り家歌会	
2017年	5月	18日　19：00〜20：45	
場所:まちライブラリー＠大阪府立大学　	

毎月、第三木曜日の夜に定期開催している短歌の会のブックフェ
スタ特別版です。ブックフェスタの期間ということで、いつもより多く
の方がお越しくださいました。持ち寄った自作の短歌や好きな短
歌について、にぎやかかつゆるやかに語り合いました。	
・「『いたみ』ってすごい空港名だよね」それはしずかに発着をする
（西村曜）	
・側道を行く自転車の後輪が春の終わりを巻き込んでいる（鈴木
晴香）	
といった短歌が紹介されました。	

	
八月のフルート奏者	

きょうごめん行けないんだ	
３１文字の可能性	

レポーター：牛隆佑	

主催者：牛隆佑（空き家歌会管理人） 	

イベントレポート	

参加者：18人	

ブックリスト	

ま	
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はっちチャンネル公開収録	
2017年5月18日　20：00〜23：00	
場所　はちみつとフリーペーパーのお店『はっち』	

当日は毎月1回送られてくるフリーペーパーを紹介しているWEB番
組『はっちチャンネル』その公開収録版として、ゲストにフリーペー
パー『KODAMARI』の発行者さんをゲストにお迎えし、参加者を交
えて開催しました。	

紹介したフリーペーパー	
	
KODAMARI	
屋上とそら	
Himagine	
ナイスガイ	
ネコノラ通信	
ひふみよタイムズ	
Y−LAND	
	

レポーター：：田中冬一郎	

主催者：”はちみつとフリーペーパーのお店”『はっち』 	

イベントレポート	

参加者：10人	

ブックリスト	

他	

たけちゃんのおさんぽまちあるき 	
2017年 5月19日（金） 	10:30-11:30	
場所:	北大江公園＆ISまちライブラリー	

ピクニックオフィスが開催されているピクニックオフィスの会場で集
合。ピクニックオフィスには絵本が読める空間もありそれぞれが自
由に時間を過ごされていました。	
	
おさんぽは北大江公園のまわりをぐるっとめぐる形で実施。	
太閤下水（背割下水）や、船石などを教えてもらいました。	

レポーター：奥井希	
主催者：まちライブラリー 	

イベントレポート	

参加者：2人	

ま	
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読書会「子供の脳は肌にある」	

　　	2017年	5月19日　18：30〜20：00	
場所　　まちライブラリー＠もりのみや　	

読書会「子供の脳は肌にある」	
≪人生に影響を与えた本シリーズvol.21≫	
≪人生に影響を与えた本シリーズ≫では人生に影響を与えた本
を選んだ人とコラボの読書会です。	
 「本のテーマ」をとおしてどのように人生に影響があったのか「カ
タリスト」に語って頂きます。	
今回は、川本充佐子さん（あったかファミリー運動代表）に影響の
あった本から、どのように子供の脳は育まれるのか？ 子どもが学
校を好きになるためには？ 「手」を触れることでどのように感じ治
るのか？ 子どもと本気で話し合いができるようになるには？ いろ
んなことを著者に聞いてみました。 そしてこんな答えを得ました。 
「あたたかいふれあいとスキンシップによって子どもの脳は育まれ
る。」 「自分をいとしみ、五感を大切にする。」 「マッサージは発病
物質の濃度を低下させる。」 「子どもに接するには科学者の目を
持って！」	

書籍　　著者　山口　創	
	

・子供の脳は肌にある　	
・手の治癒力	
・皮膚感覚の不思議	
・脳と体にいいことずくめのベビーマッサージ	
	
・子供の脳の栄養学　（著）C・キース・コナーズ	
	
	

レポーター：梶正人	

主催者：connector	book	club		

イベントレポート	

参加者：6人	

ブックリスト	

ま	

第34回アカデミックカフェ「伊勢物語～一途な恋～」	
2017年5月19日　18：30〜20：30	
場所：まちライブラリー＠大阪府立大学　	

5/19(金)は第34回アカデミックカフェ「伊勢物語～一途な恋～」でした。大
阪府立大学人間システム科学研究科教授の青木賜鶴子先生にご担当い

ただきました。 
青木先生は日本文学について研究しておられ、特に伊勢物語について多

く研究されています。 

普段は見ることのできない貴重な絵巻の資料を見ながら、青木先生に
語っていただきました。青木先生の楽しい語り口で、在原業平の魅力的な

人物像が生き生きと浮かび上がるようでした。「愛」をテーマに持ってきて
いただいた本は、皆様様々な思い出を語ってくださり、それぞれに思うこと

があったのではないでしょうか。	
	
※写真について	
青木先生は顔写真NGのため、写真ではお顔を隠しております。また、左
側の大きな写真のプロジェクターに写っている画像が著作権の問題で掲

載不可のもののため、隠しています。	

・文車日記　（田辺聖子）	
・100分de名著 人正論ノート（NHKテキスト）	
・PHP　一緒にいて楽しい人、ホッとする人	
・人生論ノート（三木清）	
・マザー・テレサあふれる愛（沖守弘）	
・源氏物語と伊勢物語（島内景二）	
・ラブ・ストーリーある愛の物語（エリック・シーガル）	
・100歳の精神科医が見つけたこころの匙加減	
　（高橋幸枝）	
・わたしのハワイの歩き方（小山田桐子）	
・ちょっと今から仕事やめてくる（北川恵海）	
・源氏物語巻一	
・与謝野晶子歌集	

レポーター：西井　綾加	

主催者：大阪府立大学地域連携室 	

イベントレポート	

参加者：18人	

ブックリスト	

ま	
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ゆいま～るライブラリー　開設記念”絵本とクッキー” 
	2017年	5月	20日　10：30〜11：00　14:30〜15:00	
場所　ゆいま～る福　ゆいま～るライブラリー	

近隣の方をお招きして、「絵本とクッキー」と題し、絵本の読み聞かせと紙
芝居と手遊びと、クッキー作りをいたしました。	

この日のため毎朝のラジオ体操のあとに発声練習と手遊び歌の練習を、
また、月に2回、全員で打ち合わせと本読みの練習もしました。	

 読む本を選ぶこと、会場作り、他全て居住者の方々が担当しました。	
当日読み聞かせのとき、皆さん練習よりも声も	
大きく、チームワークもばっちりで、お子さんたちの笑い声も混じり、楽しい

時間となりました。	
ご参加いただいたお母様方からは、「居住者とスタッフの区別がつかない、

皆さんはつらつとしていてすごい！」とのお言葉をいただきました。	
居住者の方々のパワーに、スタッフも脱帽です。	

これからもゆいま～るライブラリーを通じて、地域の方との交流を深め、ゆ

いま～るライブラリーが皆さまから愛される場所になるよう、居住者スタッ
フ共に頑張ってまいります。	

	

紙芝居	
「にこにこかわいい」（タナカヒデユキ）	
「にんじんさんだいこんさん」（川崎大治）	
絵本	
「これなあに」（みやにしたつや）	
「あぶくたった」（さいとうしのぶ）	
「やさいのおなか」（きうちかつ）	
「うんちぽっとん」（いちかわけいこ）	
手遊び歌	
「ひげじいさん」	
「おべんとばこ」	

レポーター：橋本直美	

主催者：ゆいま～る福 	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	

参加者：32人	

弾いて！うたって！ウクレレを楽しむ会	
2017年 ５月２０日　18：00〜19：00	
場所　まちライブラリー＠もりのみやキューズモール　	

毎月1回開催されているウクレレを楽しむ会。初心者でもマスターしやすい
「C」「F」「G7」の簡単なコードで構成されている曲を中心に演奏を楽しんで

います。	
今月は「かえるのうた」「きらきらぼし」などを練習しました。簡単な自己紹

介の後は、早速演奏。ウクレレのピースフルな音色が響くとカフェが癒しの

空間に。。。	
	
もともと毎月第2日曜のえほん読み聞かせグループのメンバーのウクレレ
上手になりたーい、というおしゃべりからはじまったこの企画。上達したら、

おはなし会で演奏することもできますよ。もちろん子連れでの参加も大歓
迎です。	
ご自宅でウクレレを眠らせていませんか？そんな方はぜひ一度遊びにき

てください。	
	

・定年後のリアル（勢古 浩爾）	
・ヤングソング1985年10月号	

レポーター：東美樹子	

主催者：松田進次	

イベントレポート	

ブックリスト	

ま	

参加者：3人	
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植本祭＠よどまちライブラリ―		
2017年5月20日（土）　	14:00-15:00		
場所　よどまちライブラリー 	

　毎月1回の植本祭を開催し、人と人との繋がりをつくりながら、思
い入れのある本を寄贈していただいて、ライブラリーをつくってい
ます。	
今回は「いのち」にまつわる本をテーマに開催しました。集ったの
は女子5名。まちライブラリー　ブックフェスタ2017ｉｎ関西　にてイ
ベントを知ったということで、初めてよどまちライブラリーを訪ねてく
れた方もいて新しい出会いに感謝いっぱいのイベントとなりました。	
「いのち」に関わる内容の本について紹介しあいながら、いのち➡
宗教➡死生観➡自分自身の意識➡親の介護などなど話題がど
んどん発展。お互いの意見交換と質疑応答が尽きることなく、まさ
に女子会トーク。あっという間に連帯感を感じる関係づくりができ
ました。	
話題にあがった本はそれぞれが今まで手にしなかったジャンルの
本ゆえに、これまで出会うことのない本との出会いも新鮮な催しと
なりました。	

　わたしを生きる　（藤井理恵　いのちのことば社）	
　　小説伝　（小林恭二　福武書店）	
　　〈からだ〉の声を聞きなさい2　（リズ・ブルボー　ハート出版）	

レポーター：よどまちライブラリー 	

主催者：よどまちライブラリー 	図	
公	

イベントレポート	

参加者：5人	

ブックリスト	

お話会inみなくるハウス	
2017年	5月20	日(土)　14：00〜15：00	
場所:みなくるハウス	

のりものをテーマに、お話会を開催しました。お客さんは少なめで
したが、なごやかな会になりました。	

＜プログラム＞	
テーマ：「のりもの」	

1.手遊び「はじまるよ」	
2.絵本『あっ！』（中川ひろたか・作　柳原良平・絵　金の星社）　	

3.絵本『バルンくん』（小森誠・作　福音館書店）	

4.絵本『いかだにのって』（とよたかずひこ・作　アリス館）	
5.手遊び「バスにのって」	

6.絵本『おはようはたらくくるまたち』（ジェリー・ダスキー・リンカー・作　
トム・リヒテンヘル・絵　福本友美子・訳　ひさかたチャイルド）	

7.大型絵本『でんしゃでいこうでんしゃでかえろう(間瀬なおかた・作　
ひさかたチャイルド）	

8.パネルシアター「はたらくくるま」	

レポーター：もものこぶんこ	
主催者：もものこぶんこ	

イベントレポート	

参加者：5人	

ブックリスト	

図	
私	
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海外・語学好き読書会＋まちライブラリー	
2017年	5月	20日　15：00〜16：00	
場所　cflat	心斎橋	

　10名の方にご参加頂いた、海外・語学好き読書会。 海外の古典
的文学から推理小説、さらには語学本やマンガまで、幅広いジャ
ンルの本をお持ち頂きました。 
　みなさん本当に本好きの方ばかりで、ご自身が持ってこられた
本の紹介もとてもお上手でした。一番好きな本、感銘を受けた本、
昔読んだ思い出の本など、選書の理由も様々でした。 　　	
　本の紹介が一通り終わったあとは、各自思い思いに別の方の本
を見せてもらったり別の本の話題で盛り上がったりと、賑やかな会
となりました。 本を介して自然にコミュニケーションの輪が広がっ
たとても良い交流会になったと思います。 	

・そして誰もいなくなった（アガサ・クリスティー） 	
・Gosebumps（海外の子供向けホラー本） 	

・愚か者、中国をゆく（星野博美） 	
・本当はこんな歌（町山智浩） 	

・やり抜く技術（伊東泰司） 	

・ジェリコ公爵（モーリス・ルブラン） 	
・高慢と偏見（ジェイン・オースティン） 	

・ダーリンの頭ん中（小栗左多里） 	
・ドナウよ、静かに流れよ（大崎善生） 	

・英語対訳で読む日本の歴史（中西康裕） 	

レポーター：Nana	
主催者：心斎橋 C	Flat	まちライブラリー 	

イベントレポート	

参加者：10人	

ブックリスト	

第6回読書交流会	
2017年5月20日　14:00～16:00	
場所　大阪市立中央図書館　	

　大阪市立中央図書館では、2014年より「読書交流会」を行って
います。毎回ご好評をいただき年に2回開催しており、今回で6回
目となります。	
　さまざまな方がそれぞれバラエティに富んだ本を持ち寄って、各
テーブルで紹介されていましたが、そこはみなさん本好きの方ば
かり。楽しそうに尽きることなく本やその周辺の話題について語り
合っておられました。	
　次回の「読書交流会」は2017年12月を予定しております。開催
時期が近づきましたら、ちらしやホームページ等で広報いたします。
みなさまのご参加をお待ちしております。	

レポーター：大阪市立中央図書館	

主催者：大阪市立中央図書館	

イベントレポート	

参加者：23人	

ま	

図	
公	
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アーティストの話を聞いてみよう！With	ポートフォリオ	
2017年	5月	21日　11：00〜13：00	
場所　まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	

今回もアートに関係する方々をお招きし、本とアートの関係を探りながら、
人のつながりをつくるイベントを行いました。	
イベントは発表者の方がご本人のアート活動について発表し、専門家の
方にご意見を伺いながら、一般の方からの質問に応じるという形で行いま

した。	
後に登壇および参加のアーティストの方々より、自身のポートフォリオを

1冊の本としてご寄贈頂きました。	
みなさんからの感想で活動されているご本人も、また同じようにアートに携
わる参加者の方々も良い刺激になったとお伺いしました。	
	
今後も本やまちライブラリーと直接関わりの薄い人を呼び、まちライブラ

リー活動を知って頂くと共に、本と人との関係性について考えながらつな

がりを深めていきたいと思います。	

・亀のひみつ	
・アーティストポートフォリオ	
	

レポーター：大畑元彦	

主催者：カタリスト：大畑 元彦　主催団体：一般社団法人日本
アートふるなび芸術協会、PCアート振興会議 	

イベントレポート	

参加者：20人	

ブックリスト	

言葉で遊ぼう！ワードゲーム祭 	
2017年	5月21日（日）　10：30〜15：30	
場所 まちライブラリー＠A´ワーク創造館　	

「言葉」に関するアナログゲーム、「ワードゲーム」を次々に楽しみました。	
人数が多く、初対面同士の方が多かったものの、ゲームを通じて大勢で一

緒に盛り上がることができ、「遊び」の偉大さを実感しました。日常生活で
はなかなか使えない創造的な頭をたくさん働かせられました。	
ワードゲームで遊んだことがない方も多かったようで、アンケートには「全く

知らないゲーム（ことば）の世界を知ることができてとてもおもしろかった」
などの意見が複数ありました。「知らない世界」に触れることを喜んで下

さった模様です。	
また、テーマが「言葉」だったこともあり、自己紹介用の本や寄贈本も「言

葉」に関するものが多くありました。	
普段芦原橋に来ない方がたくさんいらっしゃいましたが、今後も当館のイ

ベントを通じて、芦原橋に足を運んでいただけるよう頑張りたいと思いまし

た。	

レポーター：鍋島　志織	

主催者：まちライブラリー＠Ａ'ワーク創造館 	

イベントレポート	

参加者：14人（内 スタッフ2名）	
	

ま	

ブックリスト	

※紹介された本（★は寄贈）	
★『ぼくのメジャースプーン』辻村深月	
★ 『秘密結社にご注意を』新藤卓広	
★ 『闇の左手』アーシュラ・K・ル＝グウィン	
★ 『マンガとクイズで覚える社会人として知っておきたい「言葉づかい」の常識110』	
　　日本語学研究所　編集	
★ 『プロカウンセラーの聞く技術・話す技術』	
　　東山 紘久	
★ 『実用俳句歳時記』辻桃子　編集	
	
・『ことばおてだまジャグリング』山田航	
・『一瞬で心をつかむ文章術』石田章洋	
・『ことばあそびうた』谷川俊太郎	
・『ことばの道草』岩波書店辞典編集部　編集	
・『朗読の楽しみ』幸田弘子	
・『朗読　声の贈りもの』松丸春生	
・『智恵子抄』高村幸太郎	
	
	
	

ま	
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「ヤングアダルトを語ろう！の会」	
2017年5月21日（日） 	14:00-16:00	
場所　大吉堂	

中高時代にどんな本を読んでいたのかを交えて自己紹介。その
中ではラノベ（当時はその名称はなかったことも）文学など様々な
ジャンルがあり、また読書環境の話にも。学校図書室の充実度、
図書館までの距離と利用の頻度。小学生の時分は本を大量に読
んでいたのに、中学生になると環境故に読書の断絶が起こりやす
いということ。	
	
そこから現在の中高生の読書環境の話へと。中高生の間で流
行っている本を中高生はどこでどのように入手して読むのか？　
図書館がどこまで機能しているのか。またヤングアダルト文学の
書店での扱いの不遇、図書館によっては力を入れている。（中高
生自身にポップや案内ペーパーを作成してもらっているところも）
などの話が出ました。	

レポーター：大吉堂	

主催者：大吉堂	

イベントレポート	

参加者：3人	

読んだふり読書会	
2017年5月21日　11:00～12:00	
場所　大阪市立住吉図書館多目的室	

　読んだことがない本について語り合うことをテーマにした企画で、
あまり読まれていないであろうラテンアメリカ文学について着目し、
ガルシア＝マルケス著『百年の孤独』を取り上げた。本の内容を
推測する手掛かりとして、表紙絵に使われた画家の作品集、著者
の他の作品、作品が発表された時代を知るための世界史年表を
見たり、作品の書き出しの三行と終わりの三行を朗読したりした。
参加人数が少なかったが、参加者全員が自由に意見を話して、そ
の意見を分かち合うことができたことがよかった。	

レポーター：大阪市立住吉図書館	

主催者：大阪市立住吉図書館	

イベントレポート	

参加者：9人	

図	
公	

読んでいない本について堂々と語る方法（ピエール・バイヤール）	
百年の孤独（G・ガルシア＝マルケス）	

ぼくはスピーチをするために来たのではありません（G・ガルシア＝マ
ルケス）	

世界史年表（歴史学研究会編）	

レメディオス・バロ－予期せぬさすらい－（ジャネット・A・カプラン）	
西和中辞典：第2版（高垣敏博監修）	

ラルース世界文学事典	
ほか	

ブックリスト	

書	
古	

はじめての韓国語	
2017年５ 月21	日11:00-12:00	
場所：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール　	

毎月1回、簡単な韓国語の日常会話について、シーンを設定して実際に
話してみるイベントを開催しています。	

5月21日は交通機関で使う会話や単語をご紹介しました。また、韓国で
の交通事情について、日本とは違う点	

についてもお話しました。似ている部分もありながら、違う部分も多い

隣国、韓国。語学という堅い感じではなく、	
参加者の方と楽しみながら韓国語や韓国文化に接することを目指して

活動しています。』	

・ＮＨＫハングル講座　書いてマスター！ハングル練習帳6月号	
・読んで聴いて楽しく学ぶ英語　あかずきん	
・読んで聴いて楽しく学ぶ英語　うらしまたろう	

レポーター：石橋香織	

主催者：石橋香織	

イベントレポート	

参加者：5人	

ブックリスト	

ま	
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手作り和菓子ワークショップと猫のお茶会	
2017年	5月　21日　13：00〜15：00　15：30～17：30	
場所　Library	&	Share	Space	小さなお庭と猫の図書館　	

五月晴れの日曜日の午後1時と3時半の2部に分けて、手作り和
菓子のワークショップと猫のお茶会を開催いたしました。	
体にやさしい材料を使ったもちもちどら焼きの皮はホットプレート
でまぁるく焼いてシュレ司書の焼き印をON。お茶室餘香庵にて、
猫のお茶碗でお薄を一服。ホリデー担当司書猫　シャルトリュー2
歳のまるちゃんもはりきってお客様をおむかえし、図書館をご案内
しました。	

レポーター：：廣瀬　眞理子	

主催者：Library	&	Share	Space	小さなお庭と猫の図書館　	

イベントレポート	

参加者：14人	

書	
古	

世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカについて語ろう	
2017年5月21日　19：00〜21：00	
場所：まちライブラリー＠もりのみやキューズモール　	

ウルグアイの前大統領ホセ・ムヒカ氏に関する本 
「世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉」 

を題材に、読書会を行いました。 
「質素」「理想」「指導者」をキーワードに 

話が脱線しながらも色々な意見や考えを語り合えたことは 

非常に良かったと思います。 
WebサイトRETHACを利用してネットとリアルの連動を目指してましたが、 

そこまではいかなかったのが、ちょっと残念でしたが。 
今後の課題です。	

世界でもっとも貧しい大統領　ホセ・ムヒカの言葉（佐藤美由紀、双葉
社） 

ホセ・ムヒカ　世界でいちばん貧しい大統領（アンドレス・ダンサ、 エル
ネスト・トゥルボヴィッツ、角川文庫） 

世界でもっとも貧しい大統領　ホセ・ムヒカ　日本人へ贈る言葉（佐藤

美由紀、双葉社） 
ホセ・ムヒカと過ごした8日間　世界でいちばん貧しい大統領が見た日

本（くさばよしみ、汐文社） 
ホセ・ムヒカ　日本人に伝えたい本当のメッセージ（萩一晶、朝日新聞

出版）	

レポーター：RETHAC管理人TOMO	
	

主催者：RETHAC管理人TOMO	

イベントレポート	

参加者：7人	

ブックリスト	

ま	
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大和川カフェ（第1０回）	
2017年5	月24日　18：30〜20：30	
場所  まちライブラリー＠大阪府立大学　	

　今回は「中甚兵衛の生涯」をテーマに柏原市立歴史資料館長の
安村俊史氏をカタリストに招き皆で懇談しました。	
　大阪で大和川付替えの功労者と語り継がれる中甚兵衛、彼の
生涯とされる定説には語られていない不明な点が多くあります。こ
の謎に迫る興味深いお話に多くの方々から質問が出て盛上りまし
た。	
残された数少ない史料から甚兵衛が16年も江戸で何をしていた
のか、当時の付替え活動に河内の農民たちは本当に連携してた
のかなど、当時の時代背景をもとにカタリストから様々なお話を
伺った。とりわけ古文書に押印された同意印の僅かな違いを見つ
け出し当時の農民たち足並みの乱れを指摘されるなど、考古学
に精通された氏ならではの常人では絶対に気付かない鋭い考察
に感心した次第です。	

・「甚兵衛と大和川」　中九兵衛著　大阪書籍	
・中家文書から見た「中甚兵衛の生涯」	
　　　　　　　　　　　　柏原市立歴史資料館発行	
・歩いてみて考えて楽しもう「大和川付替えの史跡探訪ガイドブック」

大和川市民ネットワーク編	
・「暮らしと川の共生」成果報告書　	
・ビジネスマンのための「100冊の古典」	
　　谷沢永一編　PHP研究所	

レポーター：岡本康敬	

主催者：小松、美濃原、岡本 	

イベントレポート	

参加者：23人	

ブックリスト	

絵本カフェ	
2017年5月23日(火)　14：00～15：00	
場所　福島区民センター会議室305　	

参加者は、幼稚園や保育所などで絵本の読み聞かせをしている
人が多かった。また中央図書館の読書交流会にも参加した人で、
パンフレットをご覧になって来られた人もいた。いろいろな絵本や
ぬいぐるみなどでディスプレイした部屋の雰囲気を楽しみ、	
なごやかな様子でみなさん参加され、自分の好きな絵本をにこや
かに紹介していただいた。	
小さいころに一番初めに読んだ絵本や児童文学にも話が及んだ。
誰もが知っている人気絵本ではないのに、同じ絵本を選んでいる
人がいて、それぞれ違う角度から紹介し興味深かった。	
閉会後、参加者同士でおすすめ本を貸してもらう姿も見られた。
次回を心待ちにしてくださる方もいた。	

レポーター：大阪市立福島図書館	

主催者：大阪市立福島図書館	

イベントレポート	

参加者：12人	

図	
公	

ま	
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読書会拡大版「大切にしている思い出の本」	
2017年5月25日（木）15：30～16：30	
場所　大阪市立浪速図書館　会議室	

毎月定例の読書会の実施後、引き続いて、拡大版読書会を実施
しました。定例の読書会の参加者に加え、新しい方の参加があり、
いつもとは少しちがった新鮮な雰囲気のなか、それぞれ自分の思
い出に関するおすすめ本について紹介していただきました。	
思い入れのある本について熱心に紹介される様子や、興味深げ
に聞かれる様子も見られ、あいにくの天候で参加人数は少なめで
したが、和やかな雰囲気で過ごされました。	
新しい方に、定例の読書会のことも案内すると、早速次回のテキ
ストも借りて帰られました。	

レポーター：大阪市立浪速図書館	

主催者：大阪市立浪速図書館	図	
公	

イベントレポート	

参加者：3人	

ポバティー・インク～あなたの寄付の不都合な真実～上映会 	
2017年5月25日（木）	13:00-15:00,18:30-20:30		
場所　まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	

寄付や支援を受ける側に焦点を当てたドキュメンタリー映画の上
映会を行いました。普段シサムコウボウ（フェアトレードの商品を
扱うショップ）に来て下さっている方をはじめ、大学生の方など幅
広い方にご参加いただきました。  
上映後には感想を共有する時間も設けました。参加者のみなさん
それぞれ感じて下さったことがたくさんあったようで、主催者の予
想以上に大盛り上がりでした。  
これまでまったく意識していなかった「寄付のその後」を知られて
よかった、今後の行動も変えていきたいといった声をたくさんいた
だきました。 	

レポーター：森継（シサムコウボウ・もりのみやキューズモール店）　	

主催者：シサムコウボウ・もりのみやキューズモール店	

イベントレポート	

参加者：：   昼	12	人　夜28人	

ま	

忘れられた巨人（カズオ・イシグロ）	
赤ヘル偉人伝 （グレート巨砲）	
巨人V9	50年目の（鵜飼 克郎）	
ああ無情（ビクトル=ユーゴー）	

ブックリスト	

辺境から世界を変えるーソーシャルビジネスを生み出す「村の企業
家」 	
	

ブックリスト	
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「誰も知らなかった古代史」第16	回「失われた倭国年号（大和朝廷以前）」	

2017年5	月26	日（金）18:30-20:00		
場所まちライブラリー＠もりのみやキューズモール	

平成天皇の退位に関し「新年号（元号）」の議論が盛んですが、
「平成」は大和朝廷が701	年「大宝」を建元して以来続く年号です。
しかしわが国には大和朝廷以前に中国から「倭国」と呼ばれた王
朝が存在し、その王朝は大和朝廷による「大宝」建元以前の6	世
紀初頭に、わが国初の「倭国年号」を建てました。この年号は、8	
世紀初頭まで継続し、一部は近畿天皇家の年号として『書紀』に
も大化・白雉・朱鳥として取り込まれました。今回はこうした「倭国
年号」の実際を古田史学の会代表の古賀達也が、スライドを交え
てわかりやすく解説しました。	
以上	

レポーター：正木裕	

主催者：正木裕、カタリスト；古賀達也	

イベントレポート	

参加者：24人	

ストップ!児童労働	
2017年	5月26	日(金)　14：00〜15：30	
場所:	まちライブラリー@もりのみやキューズモール　	

各自持ち寄った書籍の紹介だけでなく、フェアトレードショップの情
報や業界情報など深い話をして、非常に勉強になりました。	

後に児童労働に反対するレッドカードアクションを行って終了し
ました。 #STOPCL	

レポーター：佐野　陽子(公社)アムネスティ・インターナショナル日本会員	

主催者：(公社)アムネスティ・インターナショナル日本152G 	

イベントレポート	

参加者：3人	

ま	

・日本のフェアトレード　世界を変える希望の貿易（長坂寿久編著）	
・人権で世界を変える30の方法(ヒューマンライツ・ナウ著)	
・チョコレートと青い空(作:堀米薫/絵:小泉るみ子)	
・このTシャツは児童労働で作られました。(シモン・ストランゲル)	
・子ども兵の戦争(P・W・シンガー)	
・ぼくは13歳 職業、兵士。 (鬼丸昌也 小川真吾)	
・世界と、いっしょに輝く (白木夏子)	
・CHILD	SOLDIER	(China	Keitetsi)	
・INNOCENTS	LOST	(Jimmie	Briggs)	
・銃をもたされる子どもたち　子ども兵士、働かされる子どもたち　児童
労働(アムネスティ・インターナショナル日本)	

ブックリスト	

ま	
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アソートボックス第６夜	
2017年	5月	28日　18：00〜23：00	
場所　南堀江Corner	Stone	Bar　	

「神楽×書き出し」をテーマに持ち寄った滋養的あれこれで賑やか
な一夜になりました。	
	
▽トークライブ	
　「誰かが書いた本の書き出し」の話ではなく、わたしたちが、わた
したち自身の人生という本を、どんなふうに改めて書き出すのか。
神楽をライフワークとしているトモリノゾミさんから伺いました。占
星術家SUGARさんからのビデオレター、初恋書房さん、フットバッ
クパフォーマー、イベントアート	
ワークをモチーフにしたケーキ、会場には提灯によるライティング
などお祝いムード溢れる空間にでした。	
	
▽音楽	
　ＤＪネコマッシブさんがマスタリングした弓神楽の実況録音盤の
レコードをはじめ、滋養的レトロ楽団ポッポ〜ず♪と日本舞踊のコ
ラボ、ブルース	
ハープ奏者の飛び入り参加で即興セッションは素敵でした。	
	
	

レポーター：高木 奈津美	

主催者：大阪俄 	

イベントレポート	

参加者：20人	

ブックリスト	

「プレゼンテーションzen」人を惹きつける『伝え方の成長』読書会　　	
2017年	5月19日　17：00〜19：00	
場所　　まちライブラリー＠もりのみや　	

≪☆　爽やかな風が吹く♪♪☆　≫	
【人を惹きつける『伝え方の成長』読書会＆井戸垣潤さん（TEDxOsakaU	ス
ピーカー）の体験談】	
≪人生に影響を与えた本シリーズvol.22≫	
≪人生に影響を与えた本シリーズ≫では人生に影響を与えた本を選んだ

人とコラボの読書会です。 「本のテーマ」をとおしてどのように人生に影響
があったのか「カタリスト」に語って頂きます。	
今回は、井戸垣潤さん（TEDxOsakaU	スピーカー）に影響のあった本から、
「プレゼンテーション」について学びました。	

じゅんさんの応援団のような・・参加者のみなさん有難うございました♪♪	
 そしてなによりTEDスピーカー潤さんの命を懸けたメッセージ	

言葉に重みと凄みを感じました！！	

 表情からはみじんも感じられない。 計算されつくしたところから	
感動が波打つ♪♪	

	
	

レポーター：梶正人	

主催者：connector	book	club		

イベントレポート	

参加者：8人	

ま	

書籍　　	
・プレゼンテーションZEN　（著）　ガーレイノルズ	
・スティーブジョブズ驚異のプレゼン	
・TEDトーク　世界 高のプレゼン術	
・ファイブ・ポインツ	
・アイデア大全	
・ウケるキッズ・ショーの作り方	
・世界を動かすプレゼン力	
・世界を変えた言葉	
・勝機を見出す「鬼」になれ	
	
	

ブックリスト	

・書き出しは魅惑する（中村邦生）	
・書き出し小説（天人聖一）	
・書き出し「世界文学全集」（柴田元幸）	
・アソートボックス大全集（大阪俄）	

70	
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一年間貸出されなかった本展	
2017年4月21日～5月17日	
場所　大阪市立天王寺図書館　	

一年以上貸出に出ていなかった本の中から200冊を集めて展示し
ました。	
表紙を見せて展示をすることで、200冊中、155冊が貸出されまし
た。利用者からも、こういった展示をしてもらえてうれしいというお
声をいただきました。	

ぼくは戦争は大きらい（やなせ たかし）	
江戸の化物（アダム・カバット）	

若者を殺し続けるブラック企業の構造（川村 遼平）	
お父さんが教える図書館の使いかた（赤木 かん子）	

カジノ狂騒曲（竹腰 将弘、小松 公生）	

国家と秘密（久保 亨、瀬畑 源）	
星に惹かれた男たち（鳴海 風）ほか	

レポーター：大阪市立天王寺図書館	

主催者：大阪市立天王寺図書館	図	
公	

イベントレポート	

参加者：計測不可	

ブックリスト	

育てよう！読書の木	
2017年4月15日～5月31日	
場所　大阪市立島之内図書館　カウンター前	

葉っぱの形のカードに、おすすめ本と一言メッセージを記入して図
書館内に掲示した「読書の木」に自由に貼っていただきました。	
同時開催で、おすすめいただいた本の展示しました。	
子どもから大人まで幅広い年齢層の方より、多岐のジャンルの本
をおすすめいただき、その他、想いのこもったメッセージをじっくり
読んでいかれた方、おすすめ本展示の棚から借りる本を選んでい
かれた方･･･様々な形で参加いただきました。	

レポーター：大阪市立島之内図書館	

主催者：大阪市立島之内図書館	

イベントレポート	

参加者：計測不可	

シェーラひめのぼうけん魔神の指輪(村山 早紀)　　動物と話せる少女
リリアーネ（タニヤ・シュテーブナー）	

スイミー（レオ・レオニ）　　旅をする木（星野 道夫）	
永遠(とわ)のPL学園	-六〇年目のゲームセット-(柳川 悠二)　　幸せは

あなたの心が決める（渡辺 和子）	

 ほか多数・・・葉っぱカードを介して、それぞれの本への想いを共有し
ました。	

ブックリスト	

図	
公	

つながる ひろがる 本の森2017展	
2017年4月21日～5月31日	
場所　大阪市立生野図書館	

「つながる　ひろがる　本の森」と題して、利用者の方々からオスス
メしていただいた本を展示していました。おすすめコメントを書いて
いただいたリストも作成し、期間中、ほとんどの本が借りられてい
ました。日ごろ手にとることのない本にも出合っていただけたので
はないかと思います。	

徒然草 （吉田 兼好）	
星やどりの声（朝井 リョウ）	

冬天の昴（あさの あつこ）	
川あかり（葉室 麟）	

西の魔女が死んだ（梨木 香歩）	

ほか	

レポーター：：大阪市立生野図書館	

主催者：：大阪市立生野図書館	図	
公	

イベントレポート	

参加者：計測不可	

ブックリスト	
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特別展「渡来人いずこより」関連図書コーナー 	
2017年4月29日～5月28日　9：30〜17：00（金曜は20:00まで）	

場所　大阪歴史博物館　２階　なにわ歴史塾　	

大阪歴史博物館では会期中に開催している特別展「渡来人いず
こより」と特集展示「なにわの町人天文学者・間重富」に関連する
書籍のコーナーを紹介しました。このコーナーは当館２階の「なに
わ歴史塾」にあり、開館時間内であればどなたでも入場していた
だけます。展覧会をご覧になった方がさらに詳しく調べたり、ある
いはここで書籍を見て関心を持たれた方が展覧会をご見学されて
います。会期中、スタンプを押される方は結構いらっしゃいました。
ただ、アンケートをご記入される方は残念ながらいらっしゃいませ
んでした。	

・『渡来人いずこより』（大阪歴史博物館）	
・『古代難波とその周辺』（直木孝次郎）	
・『渡来人』（森浩一・門脇禎二 編）	
・『河内の開発と渡来人』（大阪府立狭山池博物館）	

ほか	
	
・『大阪歴史博物館 館蔵資料集13　羽間文庫：器具篇―付、重要文化

財指定品目録―』（大阪歴史博物館）	
・『星空に魅せられた男 間重富』（鳴海風・高山ケンタ）	
・『天門学者たちの江戸時代』（嘉数次人）	
・『江戸の天文学者 星空を翔ける』（中村士）	

ほか	

レポーター：村元健一	

主催者：大阪歴史博物館 	

イベントレポート	

参加者：3,311人（会期中の歴史塾入場者）	
	

ブックリスト	

絵本の木をつくろう	
2017年4月21日～6月14日	
場所　大阪市立平野図書館	

ロングセラーの絵本を集めて展示し、絵本にまつわる思い出や感
想などを、葉っぱのかたちをしたカードに書いていただきました。
その葉っぱを木に貼って、絵本の木をつくりました。	
書かれた字を見ると、幅広い年代の方にご参加いただけたようで
す。子どものころに読んだ本などもあり、大人の方にも懐かしく見
ていただきました。おもしろかったというコメントを見て、どんな本
かとたずねにこられる方もありました。	

レポーター：大阪市立平野図書館	

主催者：大阪市立平野図書館	

イベントレポート	

参加者：35人	

博	
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図	
公	



ドーンとシネマ＠情報ライブラリーカフェ私（わたし）から私（あなた）へ贈る本棚	

2017年	4月29日（土・祝）～5月28日（日）	
場所　大阪府立男女共同参画・青少年センター	
　　　　（ドーンセンター）情報ライブラリー　	

　まちライブラリーブックフェスタの期間中（5/4,5/13）に、情報ライ
ブラリー入り口横のカフェスペースで映画を上映しました。上映プ
ログラムは情報ライブラリーに所蔵する、女性監督による映画作
品や女性の生き方に関するドキュメンタリーなどです。参加者から
は「いつもと違う雰囲気でよかった」「新しい作品に出会えた」と
いった感想をいただき、上映会をきっかけに情報ライブラリーを
知ってもらうことができました。	
　また、同時に「私（わたし）から私（あなた）へ贈る本棚」と題して、
お気に入りの資料をメッセージカードと一緒に展示しました。「いま
の私」「未来の私」「就活中の私」「モヤモヤしたい私」など、いろい
ろな私へオススメしたい本がつまった本棚ができました。	

＜上映会＞	
『何を怖れる：フェミニズムを生きた女たち』	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松井久子監督）	
『珈琲とエンピツ』（太田彩子監督）	

『ロイヤルナイト』（ジュリアン・ジャロルド監督）	

『母の道、娘の選択』（我謝京子監督)	
『The　ダイエット』（関口祐加監督）	

『マララ：教育を求めて闘う少女』(BBC）	
『SHIFT	』（シージ・レデスマ監督)	

レポーター：ドーンセンター情報ライブラリー	

主催者：ドーンセンター情報ライブラリー	図	
公	

イベントレポート	

参加者：【	ドーンとシネマ】　２５ 人	
	

ブックリスト	

本とおさんぽ天満橋 	
4月29日（土祝）-5月28日（日） 	
場所　大阪市立中央図書館	

　フリーペーパー天満橋おさんぽマップを片手に、本と一緒に天
満橋界隈をお散歩しよう！サポーターさんなどが、各お店のイ
メージで選んだ本がISまちライブラリーにありますので、気になる１
冊をもってお出かけ。そのままお店に返却できます。ぜひ行ったこ
とのないお店に行くきっかけになればと思い実施しました。	
	
選書の会は、ISまちライブラリーに初めて来る方なども多くきてくだ
さりみんなで楽しく選びました。	
	
その後も、ISまちライブラリーのテナントさんを中心に借りる人がち
らほら？！ラジオにも取材されました。	

レポーター：奥井希	

イベントレポート	

参加者：計測不可	

ま	

	
＜展示＞	

・愛を言い訳にする人たち（山口のり子）	
・自分の感受性くらい（茨木のり子）	

・乳と卵（川上未映子）	

・ゲド戦記（ル・グウィン）	
・ソフィーの世界（ヨースタイン・ゴルデル）	

・１００万回生きたねこ（佐野洋子）	
・この世にたやすい仕事はない（津村記久

子）	
・ステップファザー・ステップ（宮部みゆき）	

・春、戻る（瀬尾まいこ）　　　　ほか	
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あなたがつくる図書館福袋	
2017年4月29日～5月28日	
場所　大阪市立住之江図書館	

一昨年、昨年に引き続き3回目の実施です。物珍しさが消えたよう
で、落ち着いた雰囲気の中で実施しました。当館には誰でも読み
書きができる「みんなのノート」というものを置いているのですが、
そこにはこのイベントについての書き込みや、「子どもの本を増や
してほしい」などの様々なご意見をみることができました。こうした
点から、統計的な数字では表現できない、本を通じた“つなが
り”を見ることができたと感じています。	

六番目の小夜子（恩田陸）	
ナオミとカナコ（奥田英朗）	
にほんのあそびの教科書	
おばけなんかないさ（せなけいこ）	
さらば銀行の光（江上 剛）	
ソロモンの偽証（宮部みゆき）	
絵本　14ひきシリーズ（いわむら かずお）	
人間失格（太宰治）	

ほか	

レポーター：大阪市立住之江図書館	
	

主催者：大阪市立住之江図書館	図	
公	

イベントレポート	

参加者：計測不可	
ブックリスト	

絵本おたのしみ袋展	
2017年4月29日～	
場所　大阪市立都島図書館	

　司書が選んだおすすめ絵本を3冊ずつ袋に入れ、中身が見えな
い状態で貸出しました。赤ちゃん向け・幼児向け・小学校低学年
向けを用意しました。小学校低学年向けがあっというまに貸出に
出ました。次に幼児向けが出払いました。貸出の列に並んでいる
お父さんに、「これも借りていい?」とたずねたり、どれを借りようか
と悩み、貸出の列と展示書架との間を行ったりきたりしている子ど
もたちの様子がほほえましかったです。	

レポーター：大阪市立都島図書館	

主催者：大阪市立都島図書館	

イベントレポート	

参加者：計測不可	

[赤ちゃん向け]たまごさんがね…(とよた　かずひこ)　ぷくちゃんのとこ
とこあんよ(ひろかわ　さえこ)　めんめんばあ(はせがわ　せつこ)	
[幼児向け]うしはどこでも「も～!」（エレン・スラスキー・ワインスティー
ン）くまさん（まど　みちお）ぽっかぽかだいすきおさるさん（福田　幸

広）	

[小学校低学年向け]かにむかし（木下順二）　がんばれ、なみちゃん
（くすのき　しげのり）　おじいちゃんのコート（ジム・エイルズワース）　	

	

ブックリスト	

図	
公	

子育て本　あれこれ展	
2017年4月1日～5月31日	
場所　大阪市立港図書館　	

図書館からの一方向からの選書ではなく双方向の展示にするた
めに、定例行事の「あかちゃんのあたのしみ会」という行事の参加
者に対して、赤ちゃんえほんで面白かった本や読んで面白かった
子育て本などのおすすめ本を投稿してもらうという形式のイベント
を企画した。港図書館としても、展示本と行事をつなぐという方法
は初めてであったため、イベントの手法としてはこなれていないと
ころがあったと思うが、いろいろな本を投稿していただき面白い感
じがした。	

レポーター：大阪市立港図書館　	
	

主催者：大阪市立港図書館　	図	
公	

イベントレポート	

参加者：計測不可	
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図書展示「貸出0(ゼロ)の本 、読んでみて！ 展」	
2017年4月21日～5月31日	
場所　大阪市立北図書館　	

1年間、貸出0だった本(小説のみ）を集めて展示。展示架半面で
の実施でしたが、貸出冊数は、172冊。興味を持っていただいた方
も多く、書架に残っている本が少なくなり、何度か展示架に図書を
追加しました。	

アミダサマ （沼田 まほかる）	
神器	:	軍艦「橿原」殺人事件 上 （ 奥泉 光）	

神器	:	軍艦「橿原」殺人事件 下 （ 奥泉 光）	
午後の音楽 （小池 真理子）	

ディスカスの飼い方 （大崎 善生）	

晩年様式集(イン・レイト・スタイル)（大江健三郎）	
ほか	

レポーター：大阪市立北図書館　	

主催者：大阪市立北図書館　	図	
公	

イベントレポート	

参加者：計測不可	

ブックリスト	

闘病記フェスティバル 	
2017年5月3日（水祝）-5月5日（金祝） 10:30-17:00（ 終日15:00まで） 	

場所　近鉄百貨店上本町店１０階「近鉄文化サロン」 	

	
 ２０１７年５月３日（水・祝）～５日（金・祝）、近鉄百貨店上本町店
１０階「近鉄文化サロン」にて、闘病について多角に考える闘病記
フェスティバル「まえをむいて生きる」を開催いたしました。８つの
講演会を中心として、サポート団体や患者会の資料配布やワーク
ショップ、４００点に及ぶ闘病記の展示や支援グッズの販売などな
ど。とりわけ乳がんに関する闘病記２００点の発行年度順の展示
は圧巻でした。これだけの闘病記が展示されるイベントは図書館
でも珍しく、テレビ局の取材もありました。 ?	
期間中に７００名を超えるご来場者があり大盛況となりました。闘
病に対する関心の高さがうかがえます。 ?	

レポーター：チーム闘病記	

主催者：チーム闘病記	

イベントレポート	

参加者：700人	

他	

「貸出ゼロの本」展	
2017年5月19日～7月19日	
場所　大阪市立阿倍野図書館	

図書館を入ってすぐ、貸出カウンターへの導線上にある図書展示
スペースにて開催。	
1年以上貸出回数が0回の図書を展示するとともに、「貸出ゼロの
本　総・選・挙2017！」と銘打って、展示図書のリストを展示架の
上にずらりと掲示しました。	
気に入った本、気になった本、借りてみた本などのタイトルには、
色丸シールを貼って投票してもらうしくみです。	
1つでも色丸シールがついたタイトルには、選挙の当確のようにバ
ラの花のシールを貼りました。	
普段の図書展示では見かけない光景に、多くの人が足を止めて
いました。	

レポーター：大阪市立阿倍野図書館	

主催者：大阪市立阿倍野図書館	図	
公	

イベントレポート	

参加者：計測不可	
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猫図書ギャラリー＆モール 	
5月2日（火）〜7月28日（水） 	

作家さまによる作品を展示即売形式でギャラリーを開催していま
す。（７月末まで）	
猫の図書館にふさわしく、猫のモチーフものがほとんどです。アク
セサリー、お扇子、インテリア小物等、種類も様々ございます。	

レポーター：廣瀬　	

主催者：Library	&	Share	Space	小さなお庭と猫の図書館　	

イベントレポート	

参加者：ブックフェスタ期間中約50人来館   　 	

西成図書館プレゼンツおすすめ本X（エックス）	
2017年5月2日～6月30日	
場所　大阪市立西成図書館　閲覧室	

事前に利用者より集めていた、おススメコメントを活用した企画で
す。本をプレゼントのように個包装して、中身が見えないようにし
ます。本のタイトルや著者名を書かず、おススメコメントのみを包
装紙に貼り付けます。利用者は、おススメコメントを読んで、気に
入った本を借りて読みます。個包装には、本と、表面におススメコ
メントを貼り裏面に感想を書く用紙を貼った紙のカードが入ってい
ます。	
感想を書く用紙は3件返事がありました。『悲しい運命や境遇にあ
る時も、人間は、自分の感情に振り回されず、「何クソッ、負けてな
るものかっ！」と生きる力がわいてくる、たくましい生きものなん
だ！と勇気がもらえて、ぐいぐい物語に入り込めるスゴイ作品。
（略）』というような感想が寄せられました。なお、封入の感想カー
ド以外にも、『プレゼントを開けるような包装がうれしかった』という
ようなお手紙も別途いただき、企画の反響が感じられました。	

レポーター：大阪市立西成図書館	

主催者：大阪市立西成図書館	

イベントレポート	

参加者：計測不可	

図	
公	

生きる（乙川 優三郎）	
「いつものパン」があなたを殺す : みんな大好き!パン、パスタ、シリア

ル…の真実 : 脳を一生、老化させない食事（デイビッド・パールマター、
クリスティン・ロバーグ）	
駅物語（朱野 帰子）	
仮想儀礼	:	The	Seisen-Shinpo-Kai	Case上・下（篠田 節子）	
神々の山嶺(いただき)	上・下（夢枕 獏）	
空中ブランコ（奥田 英朗）	

ほか	

ブックリスト	

図	
私	
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「炭鉱の記憶と関西　三池炭鉱閉山２０年展」	
2017年 ５月５日～9日　１0：00〜19:00	
場所　エル・おおさか９階ギャラリー	

エル・ライブラリーと市民ボランティアからなる「関西・炭鉱と記憶
の会」という実行委員会を立ち上げて3年、ようやく開催にこぎつ
けた本展は会期中に落語や紙芝居を上演するなど、賑やかに開
催しました。関西には炭鉱はありませんが、三池炭鉱があった大
牟田市・荒尾市からは多くの人々が関西に移住しています。展示
会にも遠く九州現地からの来場者が訪れ、関西に移住した人々と
の懐かしい再会もありました。日本の近代化を支えた石炭という
巨大産業がなくなった今、その歴史を振り返ることは私たちが明
日のエネルギーや今の労働問題を考えるヒントになるのではない
でしょうか。図書館の企画らしく多くの図書・雑誌・冊子といった文
献資料も展示し、また来場者が手に取って読めるように配架しま
した。	

レポーター：エル・ライブラリー	

主催者：エル・ライブラリー	

イベントレポート	

参加者：655人	

図	
専	
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